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UＲ都市機構（独立行政法人都市再生機構）

理事 杉藤 崇

平成28年8月30日
第６回「環境未来都市」構想推進国際フォーラム

分科会１ 多様性が新たな価値を創出するまちづくり



住生活基本計画
（平成28年3月策定）
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ＵＲ団地の地域医療福祉拠点化

③若者世帯・⼦育て世帯等を含むコミュニティ形成の推進
・多世代交流や相互の⽀え合いが可能な場や機会の提供等 ほか

①地域における医療福祉施設等の充実の推進
・安⼼して住み続けられるための在宅医療・看護・介護

サービス等が受けられる⽣活環境の整備をめざし、
地域において不⾜する施設等の誘致⼜は団地外も含めた
既存施設等との連携

②⾼齢者等多様な世代に対応した居住環境の整備推進
・安全に住み続けるために必要な⾼齢者向け住宅の整備 ほか

【地域医療福祉拠点化のイメージ】

団地を中⼼として、住み慣れた地域で最期まで住み続けることができる環境を実現するため、
地域医療福祉拠点化を⽬指し、以下の取組みを、地⽅公共団体等と連携して総合的に推進。

平成27年度までに47団地で着⼿済。平成32年度までに100団地程度、平成37年度までに
150団地程度の拠点化を⽬標。

【UＲ団地の地域医療福祉拠点化】
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豊四季台団地（千葉県柏市）
～行政・大学と連携した長寿社会のまちづくり～

所在地：千葉県柏市豊四季台
交通：ＪＲ常磐線「柏」駅バス5分
管理開始：昭和39年
管理⼾数：従前4,666⼾（団地全体）

建替後1,432⼾（コンフォール柏豊四季台）
住宅型式：1Ｋ〜3LＤＫ（37㎡〜83㎡）
⽉額家賃：59,200円〜137,800円
共益費：3,100/⽉
活⽤類型：団地再⽣（全⾯建替え）

…豊四季台
ストック活⽤

…コンフォール柏豊四季台

【団地概要】

地図使⽤承認©昭⽂社第56G107号

柏駅

豊四季台
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豊四季台団地（千葉県柏市）
～行政・大学と連携した長寿社会のまちづくり～

【関係者との連携体制】

柏市東京⼤学⾼齢社会
総合研究機構

団地を、⾼齢者がいつまでも在宅で安⼼、元気
に⽣活ができる拠点に再⽣

システム・技術の研究・開発と
世界への発信

超⾼齢化に対応した
まちづくりの具体化

3者協定

柏市豊四季台地域⾼齢社会総合研究会
「⾼齢社会の安⼼で豊かな暮らし⽅・ま

ちのあり⽅」を議論し、実践することを⽬
的に、柏市、東京⼤学、UR都市機構の３
者で研究会を発⾜。団地内に誘致したサー
ビス付き⾼齢者向け住宅や在宅医療拠点よ
りサービスを提供することで、24時間対
応の地域包括ケアシステムの構築、最新の
国の政策を具現化するモデルの実現を⽬指
しています。

5



柏駅

【豊四季台団地（建替前）空撮】
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高島平団地（東京都板橋区）
～既存の住棟を活用した医療福祉機能の充実～

【団地概要】
所在：東京都板橋区
交通：都営三⽥線「⾼島平」駅徒歩1分〜
管理開始：昭和47年 管理⼾数：8,287⼾
住宅型式：1DK〜3DK （30〜56㎡)
⽉額家賃：55,800円〜113,400円
共益費：2,300円/⽉、 2,700円/⽉
活⽤類型：ストック活⽤

地図使⽤承認©昭⽂社第53G125号

⾼島平団地
（分譲）

UR賃貸住宅
⾼島平団地
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高島平団地（東京都板橋区）
～既存の住棟を活用した医療福祉機能の充実～

【関係者との連携体制】

⾼島平団地及び周辺地域において「多
様な世代が⽣き⽣きと暮らし続けられる
まち」の実現に向けて、板橋区、板橋区
医師会、UR都市機構の３者で協定を締結
等、地域の関係者との協⼒体制を築きな
がら、既存の住棟を活⽤した医療福祉機
能の充実を図っています。
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【⾼島平団地 空撮】

警察署
郵便局
図書館

都営公園

⾼島平駅

新⾼島平駅

在宅医療センター

分散型サービス付き⾼齢者向け住宅
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【⾼島平団地 外観】
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高島平団地（東京都板橋区）
～既存の住棟を活用した医療福祉機能の充実～

【在宅医療センター】
団地内の賃貸施設に、板橋区医師会の運営による在宅医療センターを誘致しています。
訪問看護ステーション、在宅ケアセンター（居宅介護⽀援事業所）、地域包括⽀援セン

ター、療養相談室（在宅医療・介護連携⽀援窓⼝）の機能が設置され、これらの連携によ
り医療・介護のワンストップサービスの提供を⾏っています。
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高島平団地（東京都板橋区）
～既存の住棟を活用した医療福祉機能の充実～

【分散型（※）のサービス付き⾼齢者向け住宅】
エレベーター付き等⼀定のバリアフリー化が図られた住棟を対象に、⺠間事業者（株式

会社コミュニティネット）がサービス付き⾼齢者向け住宅として運営しています。隣接す
る住棟の賃貸施設にサービス拠点を整備し、基礎サービス（状況把握、⽣活相談）を提供
しています。サービス拠点では交流イベント等も⾏われています。

※分散型：既存の住棟の中に分散して存在する空き住⼾を、⺠間事業者へ⼀括して賃貸

（左）・（中）住⼾内 （右）サービス拠点内
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男山団地（京都府八幡市）
～多世代交流を育むコミュニティ拠点～

【団地概要】【団地概要】
所在地：京都府⼋幡市
交通：京阪本線「⼋幡市」駅⼜は「樟葉」駅

から京阪バス約10分
管理開始：昭和４7年 ⼾数：4,594⼾
住宅型式：1LDK〜3DK（39㎡〜56㎡）
⽉額家賃：33,100円〜57,800円
共益費：中層2,300円 ⾼層4,960/⽉
活⽤類型 : 団地再⽣（集約化）

地図使⽤承認©昭⽂社第56G107号
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男山団地（京都府八幡市）
～多世代交流を育むコミュニティ拠点～

【関係者との連携体制】

⼋幡市、関⻄⼤学、UR都市機構の３者
で「⼦育て⽀援」「⾼齢者⽀援」「コミュ
ニティ⽀援・形成・⼈材育成」を⾻⼦とす
る連携協定を締結し、団地内の賃貸施設の
コミュニティ拠点を中⼼に様々な地域交流
イベントを開催しています。

地域の関係者が集まり、⾒守りネット
ワーク体制の構築や地域包括ケア複合施設
の活⽤について議論する会議も定期的に開
催しています。

関⻄⼤学

⼋幡市

3者協定

京都府

社会福祉協議会

地域包括
⽀援センター

地域の関係者

⾒守りネットワーク
体制構築に向けた懇談会
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【男⼭団地 外観】

だんだんテラス
（コミュニティ活動拠点）

地域包括ケア
複合施設

・定期巡回・随時対応型
訪問看護介護

・⾼齢者あんしんサポート
ハウス（ケアハウス）

・特別養護⽼⼈ホーム
・訪問看護ステーション 等

おひさまテラス
（⼦育て⽀援施設）

地域包括⽀援センター
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男山団地（京都府八幡市）
～多世代交流を育むコミュニティ拠点～

【だんだんテラス（コミュニティ拠点）】
365⽇オープンのコミュニティ拠点“だんだんテラス” では、京都府が配置した「まちの

公共員」や関⻄⼤学学⽣が中⼼となり、地域住⺠が気軽に参加できるラジオ体操や地域に
ついて語り合う会議等を開催し、ミクストコミュニティの活性化を推進しています。

賃貸施設を活⽤したコミュニティ拠点“だんだんテラス”
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【⼦育て⽀援の取組み】
団地内の集会所を改修して、ボランティアの保育⼠が運営する⼦育て⽀援施設「おひさ

まテラス」を開設し、地域の親⼦が気軽に集える場を整備しました。
この施設の⽴地する街区内では、関⻄⼤学学⽣の設計による、⼦育て世帯向けのリノ

ベーション住宅も供給しています。

男山団地（京都府八幡市）
～多世代交流を育むコミュニティ拠点～

おひさまテラス
⼦育ての住まいリノベーション
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【団地概要】

豊明団地（愛知県豊明市）
～産学官の連携による健康に暮らせるまちづくり～

N

所在：愛知県豊明市
交通：名鉄名古屋本線「前後」駅バス10分、

バス停下⾞徒歩1分
管理開始：昭和46年 管理⼾数： 2,127⼾
住宅型式：2ＤＫ〜3ＤＫ（39㎡〜51㎡）
⽉額家賃：37,200円〜53,100円
共益費：2,300円/⽉
活⽤類型：ストック活⽤

地図使⽤承認©昭⽂社第56G107号
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⽣活⽀援
アドバイザー

⾃治会

地域包括
⽀援センター

地域ケア会議等
での連携 豊明市

医師会

介護事業者

藤⽥保健
衛⽣⼤学

豊明市、藤⽥保健衛⽣⼤学、UR都市
機構の間でそれぞれ協定を締結し、地
域包括ケアシステムの構築、ミクスト
コミュニティ形成の推進等を⽬指し、
様々な取組みを実施しています。地域
の関係者が集まり地域包括ケアの取組
みについて議論する会議を定期的に開
催しています。

協定

協定

協定

【関係者との連携体制】

在宅医療
福祉の連携

豊明団地（愛知県豊明市）
～産学官の連携による健康に暮らせるまちづくり～

藤⽥保健衛⽣⼤学の学⽣及び教職員が団地内に居住し、⾃治会開
催の⾷事会や夏祭り等のイベントに参加するなど、世代間交流を図ってい
ます。

【学⽣・教職員の団地内居住とコミュニティ参加】
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【豊明団地 外観】

20



【ふじたまちかど保健室】
団地内の賃貸施設を活⽤し、藤⽥保健衛⽣⼤学の教員や医療専⾨職が、乳幼児から⾼齢

者までの医療・介護・福祉等に関する無料相談を実施する医療・福祉の拠点を整備してい
ます。健康に関するミニ講座等も開催しています。

健康体操の様⼦

豊明団地（愛知県豊明市）
～産学官の連携による健康に暮らせるまちづくり～
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【病後児保育室】
団地内の賃貸施設に、病気の回復期で医師から病後児保育が可能と診断されたお⼦さん

を⼀時保育する施設を誘致した事例です。

保育室内外観

豊明団地（愛知県豊明市）
～産学官の連携による健康に暮らせるまちづくり～
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【団地概要】【団地概要】

川口芝園団地（埼玉県川口市）
～多文化共生の取組み～

所在：埼⽟県川⼝市
交通：京浜東北線「蕨」駅 徒歩7分
管理開始：昭和53年 管理⼾数：2,454⼾
住宅型式：1K〜3DK（33㎡〜75㎡）
⽉額家賃：55,300〜122,100円
共益費：2,620円
活⽤類型：ストック活⽤
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【川⼝芝園団地 外観】
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川口芝園団地（埼玉県川口市）
～多文化共生の取組み～

【取組み経緯及び効果】
川⼝芝園団地は、交通利便性が良好であり、若年層、

単⾝者が⽐較的多く居住する団地であるが、⾃治会加
⼊率が低く外国⼈居住者の割合が⾼いことから、地域
コミュニティの活性化が求められているとともに、⽣
活習慣の違いやマナ－レベルの低下による居住環境及
び団地イメ－ジの悪化が課題となっている。

ハード⾯（段階的な外壁修繕やごみステーションの
改修等の⼯事など）対応に併せ、ソフト⾯からの団地
美化、居住環境及び付加価値の向上を⽬的とした多⽂
化共⽣取組みを実施。

⾏政、⾃治会、商店会など団地の関係者及び居住者
による多⽂化交流により、団地美化向上、居住環境の
向上及びコミュニティの活性化などの効果が認められる。

ごみステーション
ゴミ出しル－ルを3か国語表⽰（⽇英中）
で記載したサイン類へ変更。

川⼝芝園商店街（団地内）の中国雑貨・⾷材店
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【⼤学⽣グル－プ（芝園かけはしプロジェクト）による多⽂化共⽣の取組みへの協⼒】
⾃治会、商店会、ＵＲの⽀援のもと⼤学⽣グル－プ（芝園かけはしプロジェクト）が中

国⼈を中傷する落書きで埋まっていたテーブルに⽇中住⺠が⾊とりどりの⼿形を押し、楽
しいアート作品に⽣まれ変えらせるイベントを実施。

平成27年11⽉から集会所内に「芝園サロン」を開設し、世代・国籍を越えた地域交流
活動を毎⽉１回実施。また、28年2⽉から「多⽂化交流クラブ」を開設し、⽇本⼈と外国
⼈居住者による意⾒交換を通じて、共同でイベントを企画・実施する会合を毎⽉１回実施。

川口芝園団地（埼玉県川口市）
～多文化共生の取組み～

テーブルの落書き

⼤学⽣グループの⼿によりアート作品に変⾝
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川口芝園団地（埼玉県川口市）
～多文化共生の取組み～

【多世代交流イベント】
商店会・⾃治会・公共団体、⼤学等と連携したイベントを開催し、地域交流・多⽂化交

流により地域コミュニティの活性化を図った。
ＵＲはイベントの⼀環で以下の取組みを実施。

・平成25年度：「ニーハオ芝園フェスタ」
ゴミ出しクイズ及び⽇中歴史及び地理クイズによる交流イベントや中国⼈ソプラノ歌⼿
によるミニコンサ－トを実施した。

・平成26年度：「芝園にぎわいフェスタ」
ゴミ出しについてのクイズイベントや団地内の樹⽊
観察ウォーキングを実施し、マナーの向上及び参加
者の交流を図るとともに、「団地内美化と多⽂化コ
ミュニティづくり」をテーマに、通路沿いの植栽地
に設置するマスコットづくりの教室を開催した。

・平成27年度：外国⼈と⽇本⼈がともに楽しめる団地
内イベントを実施。ＵＲも⾃らブースを設置するなど
準備段階から積極的に協⼒。

「芝園にぎわいフェスタ」の様⼦
（ゴミ出しクイズ）
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終

28


